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News Release

フル HD 比4倍の高精細4K-UHD 画面を持ち歩く
映像美の高解像度液晶と顔認証カメラ搭載
13.3型モバイルノートパソコンを販売開始

「m-Book J371 シリーズ」
※画像はイメージです

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社⻑︓小松永門、本社︓東京都中央区、以下マウスコンピューター）
は、高精細でリアルな表示が楽しめる4K-UHD 液晶と、生体認証によるセキュリティを実現する顔認証カメラを内
蔵した13.3型モバイルノートパソコン「m-Book J371シリーズ」を、マウスコンピューターWEB サイト、電話通販窓
口、マウスコンピューター各ダイレクトショップにて11月9日（⾦）より、販売を開始します。
本製品は、フル HD の4倍の解像度を持つ4K-UHD（3,840×2,160）液晶を採用しており、⾼解像度の緻
密な表示により、持ち出した場所でいつでも⾼精細な映像を楽しむことができます。
また、顔をカメラに向けるだけで、ログインすることができる Windows Hello 対応の顔認証カメラを内蔵しており、
パスワードの⼊⼒が不要で、さらにパスワードの覗き⾒も防止できるため、モバイル環境で便利にお使いいただけます。
さらに、動作時間を延⻑する⼤容量バッテリー、ギガビットに対応する高速無線 LAN、あらゆる場所でインターネット
接続が可能な SIM ロックフリーLTE 通信モジュールなど、モバイル環境で活用できる各種のカスタマイズオプションをご
用意しています。
ラインアップの⼀例として、インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー、8GB メモリ、256GB SSD 内蔵のエントリー
モデル「m-Book J371SN-M2S2」は価格12万9800円(税別)より、インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー、
16GB メモリ、256GB SSD、1TB ハードディスク内蔵の上位モデル「m-Book J371XN-M2SH2」は14万4800円
(税別)より、ご用意しています。
mouse ホームページ︓https://www.mouse-jp.co.jp/
製品ページ︓https://www.mouse-jp.co.jp/m-book/mbj/

■製品特⻑
■持ち出せる圧倒的な高密度が美しい4K-UHD 液晶
フル HD の4倍の解像度を持つ13.3型4K-UHD（3,840×2,160）液晶を採用しており、細部まできめ細かく滑
らかな表示が可能です。
フル HD を超える⾼い解像度で記録された画像データも美しさはそのままに、スクロールさせることなく画像全体を鮮
明に表示することができます。
持ち出したその場所で、いつでも⾼精細な映像体験をお楽しみいただけます。

フル HD の 4 倍の解像度できめ細かく美しい 4K-UHD の高精細表示(イメージ)

■モバイル環境で便利な Windows Hello 対応の顔認証カメラ
Windows Hello に対応した顔認証カメラを内蔵しており、カメラに顔を向けるだけで Windows 10にログインする
ことができます。
パスワードを⼊⼒する必要がなく、さらにパスワードを覗き⾒される心配もないため、持ち出し先でも安全なセキュリティ
対策を実現することができます。
また、顔認証によって、自動でユーザーが識別されるため、複数ユーザーのアカウント管理も簡単に⾏うことができます。
顔認証カメラは、200万画素のフル HD 解像度 WEB カメラとしても使用できるので、SNS やコミュニケーションアプリ
のカメラとしても利用が可能です。

Windows Hello 対応 顔認証カメラ

■モバイル環境をより便利にする BTO カスタマイズ
バッテリー駆動時間を約1.7倍に延⻑する⼤容量バッテリーを BTO カスタマイズでお選びいただくことができます。
予備バッテリーとして追加することで、標準バッテリー使用時の約6.1時間に、⼤容量バッテリー使用時の約10.1時間
を加えて、合計約16時間以上ご使用いただくことができます。※1
また、広いエリアでインターネットに接続することができる SIM ロックフリーの LTE 通信モジュールもお選びいただくことが
できます。外出先でフリーWi-Fi スポットを探す、別の機器とのテザリングを設定する、などの手間をかけずに、パソコン本
体だけで、より安全に直接アクセスすることができます。※2
オフィスや自宅など無線 LAN が使える環境では、標準搭載の無線 LAN と比較して、通信速度が最⼤で約4倍⾼
速な「インテル® Wireless-AC 9260」に変更することも可能です。※3
もちろん、最⼤32GB まで拡張可能なメモリや、データ転送速度に優れた NVMe 対応 SSD などもカスタマイズする
ことができるので、使用用途にあわせた「あなただけのパソコン」をお選びいただけます。

着脱可能なバッテリーパック 本体＆標準バッテリー（左） / 本体＆⼤容量バッテリー（右）

本体底面 LTE 用 SIM スロット
※1 JEITA 測定法2.0によるバッテリー平均動作時間です。動作時間は 8GB メモリ PC4-19200/240GB SSD/標準バッテリー搭載時の計測値です。
※2 対応バンド:NTT ドコモ網 3G (バンド1/19) LTE (バンド1/3/19/21)、SIM カードサイズ:標準 SIM カード(ドコモ UIM カード)
※3 連続160MHz チャネルボンディング接続時の理論値です。対応する無線機器が必要です。

■プライベートでも、ビジネスでも、モバイル環境での使いやすさ
13.3型のモバイル向け本体に、4K-UHD/60Hz のデジタル出⼒が可能な HDMI を1基、アナログ出⼒が可能な
VGA(D-Sub)を1基内蔵しています。
本体の4K-UHD 液晶に加えて、より⼤型の4K 対応外部ディスプレイを接続した環境で、効率的なクリエイション作
業や、デジタル⼊⼒を持たないプロジェクターに接続してプレゼンテーションなど、プライベートでもビジネスでも快適に使う
ことができます。
また、SD カードをはじめ、⼤容量な SDXC カード（UHS-I まで対応）や、MMC カードなど、複数のメモリーカード
に対応するマルチカードリーダーも内蔵しており、あらゆるデジタルデータを簡単、便利に活用することができます。
周辺機器との接続に使用する USB 端子は、汎用性が⾼い Type-A 形状の USB3.0端子を3基、本体の左右
側面に配置しており、左右のどちらにも接続しやすいデザインとしました。

モバイル環境での使いやすさに配慮した本体側面インターフェース

■24時間365日無償電話サポートで安心をフルサポート
24 時間の無償電話サポートサービスと 1 年間の無償修理保証に対応しており、購⼊後も万全な体制でバックアッ
プします（弊社の定めるメンテナンス日を除く）。

■製品仕様
m-Book J371SN-M2S2

製品型番
OS

Windows 10 Home 64 ビット
インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー

CPU

(4 コア/ 1.80GHz/ TB 時最⼤ 4.00GHz/ 8MB スマートキャッシュ/ HT 対応 )

グラフィックス
(ビデオメモリ)
メモリ
M.2
ストレージ

m-Book J371XN-M2SH2

SSD
ハード
ディスク

インテル® UHD グラフィックス 620

インテル® UHD グラフィックス 620

（メインメモリからシェア 最⼤ 約 4GB)※1

（メインメモリからシェア 最⼤ 約 8GB)※1

8GB (8GBx1)

16GB (8GBx2)

PC4-19200 DDR4 SODIMM /

PC4-19200 DDR4 SODIMM /

最⼤ 32GB (16GB×2)

最⼤ 32GB (16GBx2)

256GB

256GB

-

1TB

光学ドライブ

-

チップセット

-

カードリーダー

マルチカードリーダー UHS-I 対応 (左側面×1)
［対応メディア︓SD メモリーカード(SDXC,SDHC 含む)、マルチメディアカード］

液晶パネル

13.3 型 4K-UHD グレア (LED バックライト/3,840×2,160)

サウンド

ハイデフィニション・オーディオ

無線

IEEE 802.11ac/a/b/g/n 準拠 (最⼤ 433Mbps 対応) + Bluetooth V4.2+LE モジュール内蔵
●HDMI×1(左側面×1) ●VGA(D-Sub)×1(右側面×1) ●USB3.0×3(Type-A 左側面×1、

インターフェース

Type-A 右側面×2）●ネットワーク(LAN)×1（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応 /
左側面×1) ●ヘッドホン出⼒×1(右側面×1) ●マイク⼊⼒×1(右側面×1)

WEB カメラ

200 万画素 (Windows Hello 顔認証カメラ搭載)

マウス

⾼精度タッチパッド

キーボード

日本語キーボード
(87 キー/ピッチ約 18.75mm/ストローク約 1.5mm)

スピーカー

ステレオスピーカー（内蔵）

マイク

デュアルアレイマイク（内蔵）

電源

リチウムイオンバッテリーまたは AC100V
（AC アダプタ経由 ⼊⼒ 100V AC 50/60Hz、出⼒ 19V DC 40W）

動作時間
重量
本体寸法

約 6.1 時間 (JEITA2.0)
約 1.4kg（※付属品を含まず）※3

※2

約 1.5kg（※付属品を含まず）※3

324×234×22.5mm(折り畳み時/突起部含まず)※3

(幅×奥⾏×⾼さ)

324×234×25.0mm(折り畳み時/突起部含む)※3

保証期間

1 年間無償保証・24 時間 × 365 日電話サポート

販売価格(税別)

12 万 9800 円

※1 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最⼤値は異なります。
※2 動作時間は 8GB メモリ PC4-19200/240GB SSD/標準バッテリー搭載時の計測値です。
※3 標準バッテリー搭載時の値です。

14 万 4800 円

